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主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶主催者挨拶

平井一正平井一正平井一正平井一正
百周年記念事業実行委員長

神戸大学名誉教授

神戸大学山岳会名誉会員(前会長)
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来賓祝辞

藤井勝藤井勝藤井勝藤井勝
神戸大学副学長(学長代理)
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来賓祝辞

中西研一中西研一中西研一中西研一
兵庫県山岳連盟会長
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来賓祝辞

李豪傑李豪傑李豪傑李豪傑
中国登山協会交流部長

中国登山協会より記念品贈呈
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来賓祝辞

福田秀樹福田秀樹福田秀樹福田秀樹
神戸大学前学長
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乾杯

島一雄島一雄島一雄島一雄
神戸大学工学振興会顧問

御年91歳にて益々ご健勝

OB諸氏は勇気づけられる 7



百周年記念事業紹介百周年記念事業紹介百周年記念事業紹介百周年記念事業紹介

☆記念誌「山と人百年」

河本卓生河本卓生河本卓生河本卓生
編集長

神戸大学山岳会理事

☆千本杉ヒュッテ改修

金井良碩金井良碩金井良碩金井良碩
委員長

神戸大学山岳会理事

☆未知への挑戦百年

井上達男井上達男井上達男井上達男
神戸大学山岳会会長
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記念登山紹介記念登山紹介記念登山紹介記念登山紹介

山田山田山田山田健健健健
登山隊長

神戸大学山岳会副会長

未踏峰Bada Ri 6516m

念青唐古拉西山群

(NyainqentanglhaWest)

登山ルート登山ルート登山ルート登山ルート

2015年10月6日出発～約45日
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Bada Ri 6516m

登山隊 壮行の辞

小林政志小林政志小林政志小林政志
日本山岳会会長

総隊長: 井上達男 登山隊: 隊長山田健 副隊長 居谷千春 隊員 向山順子 坂本諭 松村健司 井部良太

調査隊隊長:山形裕士 隊員 山口幸久 大竹口誠治

山口山口山口山口
井上井上井上井上

坂本坂本坂本坂本
山田山田山田山田

井部井部井部井部 居谷居谷居谷居谷

山形山形山形山形 大竹口大竹口大竹口大竹口

小林会長より2014年度日本山岳会海外登山助成金御支給決定の御言葉を頂戴
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主催者御礼

山形山形山形山形裕士裕士裕士裕士
神戸大学教授

山岳部長(顧問)

松林公蔵松林公蔵松林公蔵松林公蔵
京都大学学士山岳会京都大学学士山岳会京都大学学士山岳会京都大学学士山岳会
前会長前会長前会長前会長

小林政志小林政志小林政志小林政志
日本日本日本日本山岳会会長山岳会会長山岳会会長山岳会会長 井上達男井上達男井上達男井上達男

神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会会長山岳会会長山岳会会長山岳会会長

中西研一中西研一中西研一中西研一
兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長

司会司会司会司会
山口幸山口幸山口幸山口幸久久久久
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事
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堀功郎堀功郎堀功郎堀功郎
凌凌凌凌霜会顧問霜会顧問霜会顧問霜会顧問

一木仁一木仁一木仁一木仁
凌凌凌凌霜会事務局長霜会事務局長霜会事務局長霜会事務局長

島一雄島一雄島一雄島一雄
神戸大学工学振興会顧問神戸大学工学振興会顧問神戸大学工学振興会顧問神戸大学工学振興会顧問 中村千春中村千春中村千春中村千春

神戸神戸神戸神戸大学元副学長大学元副学長大学元副学長大学元副学長
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会特別会員山岳会特別会員山岳会特別会員山岳会特別会員
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大日常男大日常男大日常男大日常男
同志社同志社同志社同志社大学山岳会会長大学山岳会会長大学山岳会会長大学山岳会会長

平林克敏平林克敏平林克敏平林克敏
同志社同志社同志社同志社大学山岳会前会長大学山岳会前会長大学山岳会前会長大学山岳会前会長

中西研一中西研一中西研一中西研一
兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長

平井幹男平井幹男平井幹男平井幹男
甲南山岳会会長甲南山岳会会長甲南山岳会会長甲南山岳会会長
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進藤清子進藤清子進藤清子進藤清子
工学工学工学工学振興会事務局振興会事務局振興会事務局振興会事務局野邑里栄子野邑里栄子野邑里栄子野邑里栄子

文書資料文書資料文書資料文書資料室長補佐室長補佐室長補佐室長補佐

村本定則村本定則村本定則村本定則
学生支援課長学生支援課長学生支援課長学生支援課長

松田吉弘松田吉弘松田吉弘松田吉弘
理学部くさの会会長理学部くさの会会長理学部くさの会会長理学部くさの会会長
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堀功郎堀功郎堀功郎堀功郎
凌凌凌凌霜会顧問霜会顧問霜会顧問霜会顧問 一木仁一木仁一木仁一木仁

凌凌凌凌霜会事務局長霜会事務局長霜会事務局長霜会事務局長

柿聰柿聰柿聰柿聰
凌凌凌凌霜会前事務局長霜会前事務局長霜会前事務局長霜会前事務局長

吉田興和吉田興和吉田興和吉田興和
国際交流協会会長国際交流協会会長国際交流協会会長国際交流協会会長李豪傑李豪傑李豪傑李豪傑

中国登山中国登山中国登山中国登山協会交流部長協会交流部長協会交流部長協会交流部長

河端俊典河端俊典河端俊典河端俊典
山岳部副部長山岳部副部長山岳部副部長山岳部副部長(顧問顧問顧問顧問)
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山邑陽一山邑陽一山邑陽一山邑陽一
神戸神戸神戸神戸大学卒業生大学卒業生大学卒業生大学卒業生

東郷賢治東郷賢治東郷賢治東郷賢治
柏田紘一柏田紘一柏田紘一柏田紘一 豊田寿夫豊田寿夫豊田寿夫豊田寿夫

林市雄林市雄林市雄林市雄 森田暁森田暁森田暁森田暁

福本桂三福本桂三福本桂三福本桂三
久保谷幹夫久保谷幹夫久保谷幹夫久保谷幹夫

岡市敏治岡市敏治岡市敏治岡市敏治田中俊甫田中俊甫田中俊甫田中俊甫
平井一正平井一正平井一正平井一正

高田和三高田和三高田和三高田和三
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藤川佳祐藤川佳祐藤川佳祐藤川佳祐
山岳部山岳部山岳部山岳部

山本浩輔山本浩輔山本浩輔山本浩輔
山岳部山岳部山岳部山岳部

坂本諭坂本諭坂本諭坂本諭
山田健山田健山田健山田健

山本恵昭山本恵昭山本恵昭山本恵昭

近藤昂一郎近藤昂一郎近藤昂一郎近藤昂一郎

石丸祥史石丸祥史石丸祥史石丸祥史
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石丸祥史石丸祥史石丸祥史石丸祥史

井部良太井部良太井部良太井部良太
山岳部山岳部山岳部山岳部

藤川佳祐藤川佳祐藤川佳祐藤川佳祐
山岳部山岳部山岳部山岳部 山本浩輔山本浩輔山本浩輔山本浩輔

山岳部山岳部山岳部山岳部

坂本諭坂本諭坂本諭坂本諭

近藤昂一郎近藤昂一郎近藤昂一郎近藤昂一郎

山本恵昭山本恵昭山本恵昭山本恵昭
甲南甲南甲南甲南山岳会山岳会山岳会山岳会
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会特別会員山岳会特別会員山岳会特別会員山岳会特別会員

山田健山田健山田健山田健
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森長敬森長敬森長敬森長敬

白形洋白形洋白形洋白形洋 瀬野幸太郎瀬野幸太郎瀬野幸太郎瀬野幸太郎
大阪凌霜クラブ支配人大阪凌霜クラブ支配人大阪凌霜クラブ支配人大阪凌霜クラブ支配人
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会会員山岳会会員山岳会会員山岳会会員
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坂本淳坂本淳坂本淳坂本淳
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事

緒方達民緒方達民緒方達民緒方達民
故緒方俊治長男故緒方俊治長男故緒方俊治長男故緒方俊治長男

緒方伸章緒方伸章緒方伸章緒方伸章
故緒方俊治次男故緒方俊治次男故緒方俊治次男故緒方俊治次男

和光広典和光広典和光広典和光広典
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事
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森長敬森長敬森長敬森長敬
白形洋白形洋白形洋白形洋

金井良碩金井良碩金井良碩金井良碩
日本日本日本日本山岳会関西支部山岳会関西支部山岳会関西支部山岳会関西支部
支部長代行支部長代行支部長代行支部長代行

福田久勝福田久勝福田久勝福田久勝
金井健二金井健二金井健二金井健二

松林公蔵松林公蔵松林公蔵松林公蔵
小林政志小林政志小林政志小林政志

井上達男井上達男井上達男井上達男

21



金井良碩金井良碩金井良碩金井良碩
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事
日本日本日本日本山岳会関西支部支部長代行山岳会関西支部支部長代行山岳会関西支部支部長代行山岳会関西支部支部長代行

河本卓生河本卓生河本卓生河本卓生林市雄林市雄林市雄林市雄

吉田興和吉田興和吉田興和吉田興和李豪傑李豪傑李豪傑李豪傑

李豪傑李豪傑李豪傑李豪傑平井一正平井一正平井一正平井一正

平井一正平井一正平井一正平井一正

平井一正平井一正平井一正平井一正

林市雄林市雄林市雄林市雄

島一雄島一雄島一雄島一雄

山形裕士山形裕士山形裕士山形裕士

乙藤洋一郎乙藤洋一郎乙藤洋一郎乙藤洋一郎
前山岳部部長前山岳部部長前山岳部部長前山岳部部長
名誉会員名誉会員名誉会員名誉会員
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山田健山田健山田健山田健 柏田紘一柏田紘一柏田紘一柏田紘一
島一雄島一雄島一雄島一雄福田久勝福田久勝福田久勝福田久勝

岡市敏治岡市敏治岡市敏治岡市敏治

壺阪祐三壺阪祐三壺阪祐三壺阪祐三
八田義一八田義一八田義一八田義一

井上薫井上薫井上薫井上薫

河本卓生河本卓生河本卓生河本卓生

高田和三高田和三高田和三高田和三

石丸祥史石丸祥史石丸祥史石丸祥史

井上薫井上薫井上薫井上薫
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岡市敏治岡市敏治岡市敏治岡市敏治
元副会長元副会長元副会長元副会長
元事務局長元事務局長元事務局長元事務局長

河本卓生河本卓生河本卓生河本卓生
「山と「山と「山と「山と人百年」編集長人百年」編集長人百年」編集長人百年」編集長
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事

田中信行田中信行田中信行田中信行

小谷辰雄小谷辰雄小谷辰雄小谷辰雄

福本桂三福本桂三福本桂三福本桂三

岡市敏治岡市敏治岡市敏治岡市敏治

壺阪祐三壺阪祐三壺阪祐三壺阪祐三岡市敏治岡市敏治岡市敏治岡市敏治

小谷辰雄小谷辰雄小谷辰雄小谷辰雄
八田義一八田義一八田義一八田義一
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堀功郎堀功郎堀功郎堀功郎
凌凌凌凌霜会顧問霜会顧問霜会顧問霜会顧問

中村千春中村千春中村千春中村千春
神戸神戸神戸神戸大学元副学長大学元副学長大学元副学長大学元副学長
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会特別会員山岳会特別会員山岳会特別会員山岳会特別会員

大竹口誠治大竹口誠治大竹口誠治大竹口誠治
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会副会長山岳会副会長山岳会副会長山岳会副会長高屋義春高屋義春高屋義春高屋義春 岩井正隆岩井正隆岩井正隆岩井正隆

中西研一中西研一中西研一中西研一
兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長

平林克敏平林克敏平林克敏平林克敏
同志社同志社同志社同志社大学山岳会前会長大学山岳会前会長大学山岳会前会長大学山岳会前会長
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李豪傑李豪傑李豪傑李豪傑

吉田興和吉田興和吉田興和吉田興和

山本浩輔山本浩輔山本浩輔山本浩輔
坂本諭坂本諭坂本諭坂本諭 近藤昂一郎近藤昂一郎近藤昂一郎近藤昂一郎

神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事

沖村孝沖村孝沖村孝沖村孝
神戸大学山岳会神戸大学山岳会神戸大学山岳会神戸大学山岳会
特別会員特別会員特別会員特別会員

乙藤洋一郎乙藤洋一郎乙藤洋一郎乙藤洋一郎
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会山岳会山岳会山岳会
名誉名誉名誉名誉会員会員会員会員 理事理事理事理事

山形裕士山形裕士山形裕士山形裕士
山岳部山岳部山岳部山岳部部長部長部長部長
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事

山本恵昭山本恵昭山本恵昭山本恵昭
甲南甲南甲南甲南山岳会山岳会山岳会山岳会
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会山岳会山岳会山岳会
特別特別特別特別会員会員会員会員 理事理事理事理事

王子善清王子善清王子善清王子善清
農学部六篠会会長農学部六篠会会長農学部六篠会会長農学部六篠会会長
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尾崎竜平尾崎竜平尾崎竜平尾崎竜平

小宮勇介小宮勇介小宮勇介小宮勇介

川端充川端充川端充川端充
野邊正彦野邊正彦野邊正彦野邊正彦

大日常男大日常男大日常男大日常男
同志社同志社同志社同志社大学山岳会会長大学山岳会会長大学山岳会会長大学山岳会会長

平井幹男平井幹男平井幹男平井幹男
甲南山岳会会長甲南山岳会会長甲南山岳会会長甲南山岳会会長

金井良碩金井良碩金井良碩金井良碩
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事
日本日本日本日本山岳会関西支部支部長代行山岳会関西支部支部長代行山岳会関西支部支部長代行山岳会関西支部支部長代行

中西研一中西研一中西研一中西研一
兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長兵庫県山岳連盟会長

小林政志小林政志小林政志小林政志
日本日本日本日本山岳会会長山岳会会長山岳会会長山岳会会長

井上達男井上達男井上達男井上達男
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会会長山岳会会長山岳会会長山岳会会長

大谷映芳大谷映芳大谷映芳大谷映芳
特別会員特別会員特別会員特別会員

平井一正平井一正平井一正平井一正
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緒方達民緒方達民緒方達民緒方達民
故緒方俊治長男故緒方俊治長男故緒方俊治長男故緒方俊治長男

緒方伸章緒方伸章緒方伸章緒方伸章
故緒方俊治次男故緒方俊治次男故緒方俊治次男故緒方俊治次男

和光広典和光広典和光広典和光広典
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会山岳会山岳会山岳会

理事理事理事理事

山口幸山口幸山口幸山口幸久久久久
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会理事山岳会理事山岳会理事山岳会理事
司会司会司会司会

岩井正隆岩井正隆岩井正隆岩井正隆

高屋義治高屋義治高屋義治高屋義治 和光広典和光広典和光広典和光広典瀬野幸太郎瀬野幸太郎瀬野幸太郎瀬野幸太郎
大阪凌霜クラブ支配人大阪凌霜クラブ支配人大阪凌霜クラブ支配人大阪凌霜クラブ支配人
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会会員山岳会会員山岳会会員山岳会会員

山口幸久山口幸久山口幸久山口幸久
司会司会司会司会

大竹口誠治大竹口誠治大竹口誠治大竹口誠治
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会副会長山岳会副会長山岳会副会長山岳会副会長

居谷千春居谷千春居谷千春居谷千春
神戸神戸神戸神戸大学大学大学大学山岳会山岳会山岳会山岳会副会長副会長副会長副会長

高田和三高田和三高田和三高田和三
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会山岳会山岳会山岳会

監事監事監事監事

瀬野幸太郎瀬野幸太郎瀬野幸太郎瀬野幸太郎
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1986年クーラカンリ遠征年クーラカンリ遠征年クーラカンリ遠征年クーラカンリ遠征 隊員たち隊員たち隊員たち隊員たち

坂本淳坂本淳坂本淳坂本淳

山田健山田健山田健山田健

大谷映芳大谷映芳大谷映芳大谷映芳
特別会員特別会員特別会員特別会員

森長敬森長敬森長敬森長敬

沖村孝沖村孝沖村孝沖村孝

居谷千春居谷千春居谷千春居谷千春
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会山岳会山岳会山岳会
副会長副会長副会長副会長

尾崎久純尾崎久純尾崎久純尾崎久純

乙藤洋一郎乙藤洋一郎乙藤洋一郎乙藤洋一郎

岡市敏治岡市敏治岡市敏治岡市敏治

平井一正平井一正平井一正平井一正

有馬誠有馬誠有馬誠有馬誠 土山尚彦土山尚彦土山尚彦土山尚彦

松林公蔵松林公蔵松林公蔵松林公蔵
京都大学学士山岳会京都大学学士山岳会京都大学学士山岳会京都大学学士山岳会
前会長前会長前会長前会長

小林政志小林政志小林政志小林政志
日本日本日本日本山岳会会長山岳会会長山岳会会長山岳会会長

川越靖曠川越靖曠川越靖曠川越靖曠

田中信行田中信行田中信行田中信行

井上達男井上達男井上達男井上達男

石川毅石川毅石川毅石川毅
神戸大学神戸大学神戸大学神戸大学山岳会山岳会山岳会山岳会特別会員特別会員特別会員特別会員

プロカメラマンプロカメラマンプロカメラマンプロカメラマン
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豊田寿夫豊田寿夫豊田寿夫豊田寿夫

東郷賢治東郷賢治東郷賢治東郷賢治
福本桂三福本桂三福本桂三福本桂三

高田和三高田和三高田和三高田和三
石丸祥史石丸祥史石丸祥史石丸祥史

近藤昂一郎近藤昂一郎近藤昂一郎近藤昂一郎

田中俊甫田中俊甫田中俊甫田中俊甫
福本桂三福本桂三福本桂三福本桂三

豊田寿夫豊田寿夫豊田寿夫豊田寿夫
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大谷映芳大谷映芳大谷映芳大谷映芳
特別会員特別会員特別会員特別会員

河端俊典河端俊典河端俊典河端俊典
山岳部副部長山岳部副部長山岳部副部長山岳部副部長(顧問顧問顧問顧問)

河端俊典河端俊典河端俊典河端俊典
山岳部副部長山岳部副部長山岳部副部長山岳部副部長(顧問顧問顧問顧問)

井部良太井部良太井部良太井部良太
山岳部山岳部山岳部山岳部

山本浩輔山本浩輔山本浩輔山本浩輔
山岳部山岳部山岳部山岳部
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松村正則松村正則松村正則松村正則
山本裕宣山本裕宣山本裕宣山本裕宣野邊正彦野邊正彦野邊正彦野邊正彦

中川勝八郎中川勝八郎中川勝八郎中川勝八郎

高屋義治高屋義治高屋義治高屋義治

大竹口誠治大竹口誠治大竹口誠治大竹口誠治

小宮勇介小宮勇介小宮勇介小宮勇介

岩井正彦岩井正彦岩井正彦岩井正彦
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鶴谷将俊鶴谷将俊鶴谷将俊鶴谷将俊
井上薫井上薫井上薫井上薫

八田義一八田義一八田義一八田義一

壺阪祐三壺阪祐三壺阪祐三壺阪祐三

岡市敏治岡市敏治岡市敏治岡市敏治
小谷辰雄小谷辰雄小谷辰雄小谷辰雄

河本卓生河本卓生河本卓生河本卓生

田中信行田中信行田中信行田中信行
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ご来賓 神戸大学山岳会

李 豪傑 中国登山協会 交流部長
平井 一正

百周年記念事業実行委員長・前会長
井上 薫

会員

井上 達男
会長

有馬 誠
会員

藤井 勝 神戸大学副学長
居谷 千春

副会長
河本 卓生

理事・百年史編集長

福田 秀樹 神戸大学前学長
山田 健

副会長・事務局長
鶴谷 将俊

会員

中村 千春 神戸大学元副学長（山岳会特別会員）
大竹口 誠治

副会長
八田 義一

会員

村本 定則 学生支援課長

乙藤洋一郎
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中満 航一 総務部総務課総務グループ専門職員
山形 裕士

名誉会員・山岳部長
白形 洋

会員

野邑 理栄子 大学文書史料室長補佐
河端 俊典

名誉会員・山岳部副部長
瀬野 鋼太郎

会員

一木 仁 凌霜会事務局長
沖村 孝

特別会員
和光 広典

理事

柿 聰 凌霜会前事務局長
大谷 映芳

特別会員
高屋 義治

会員

堀 功郎 凌霜会顧問
山本 恵昭

特別会員・理事
山口 幸久

理事・記念式典実行委員長

島 一雄 工学振興会（ＫＴＣ）顧問
大西 信治

特別会員
森長 敬

会員

進藤 清子 工学振興会（ＫＴＣ）事務局
向山 順子

特別会員
中川 勝八郎

会員

松田 吉弘 理学部くさの会会長
福田 久勝

会員
坂本 淳

理事

王子 善清 農学部六篠会会長
金井 健二

会員
岩井 正隆

会員

森田 暁
会員

松村 政則
会員

中西 研一 兵庫県山岳連盟会長
林 市雄

会員
山本 裕宣

会員

小林 政志 日本山岳会会長
東郷 賢治

会員
尾崎 久純

会員

松林 公蔵 京都大学士山岳会前会長
豊田 寿夫

会員
川端 充

会員

平林 克敏 同志社大学山岳会前会長
福本 桂三

会員
野邊 正彦

会員

大日 常男 同志社大学山岳会会長
久保谷 幹夫

会員
小宮 勇介

会員

平井 幹男 甲南山岳会会長
田中 俊甫

会員
尾崎 竜平

理事

吉田 與和 国際交流協会会長
柏田 紘一

会員
近藤 昂一郎

理事

石川 毅 故石川匡会員兄
田中 信行

会員
石丸 祥史

会員

緒方 達民 故緒方俊治会員長男
壺阪 祐三

会員
坂本 諭

会員

緒方 伸章 故緒方俊治会員次男
小谷 辰雄

会員
山本 浩輔

山岳部員

岡市 敏治
会員

井部 良太
山岳部チーフリーダー

一般
高田 和三

監事
藤川 佳祐

山岳部員

山邑陽一 神戸大学卒業生
土山 尚彦

監事
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